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ギラデリ
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「GHIRARDELLI」はギラデリと読む。アメリカ

の西海岸・サンフランシスコにある有名なチョコ

レートの名前である。チョコレートというと私は幼

少のころ、母の御使いに付いて行って不二家の傘の

形をしたパラソルチョコレートを買ってもらうのが

うれしかった。運よく買ってもらったときは家に帰

るまで、パラソルの先端が折れてしまわないかとい

つも心配だった。急いで食べて鼻血を出したときは、

母に叱られた。幼稚園の友だちのジュン君の家に行

くと、銀紙に包んである外国の小さい三角形のチョ

コをもらった。今思えば、それはハーシーズのキス

チョコだった。爪を立てチョコレートに銀紙が残ら

ないように慎重にはがすと、外国の匂いと味がした。

春休み旅行に行った友だちから、お土産に

GHIRARDELLIのチョコレートをいただいた。旅行

先はサンフランシスコだとわかった。

私が初めてサンフランシスコに行ったのは1996

年11月のことだった。マネジメントゲームの開発

者・西順一郎先生が企画した世界最大のコンピュー

ターショー「COMDEX Fall ‘96」視察ツアーだった。

1996年というとパソコンブーム全盛期で、個人用

のデジタルカメラが出始めたころだった。

COMDEX（コムデックス）は2003年まで、毎年

11月にラスベガスで開催されていた。西先生の企画

は、ラスベガスで展示会を視察→釧路からシリコン

バレーに進出していたサンエス・マネジメント・シ

ステムズ宮田昌利社長の講演→グランドキャニオン

観光→サンフランシスコに移動→シリコンバレー地

区の視察（特にスタンフォード大学とゼロックスパ

ロアウト研究所）→サンフランシスコ観光だった。

西先生と一緒に行く視察旅行は、いつも知的で楽し

い。地図好き、歴史好き、人間好きの西先生のツ

アーは、その企画力とサービス精神が旺盛で、いつ

も感動させられた。その旅行で知り合った宮田社長

とは、おかげさまで今でもお付き合いがある。

西先生は旅行中、飛行機に乗ると必ず耳かきを取

り出す。その後は案の定、耳が痛くなる。サンフラ

ンシスコは西先生が大好きな都市の一つだと思う。

私は、西先生がホワイトボードにアメリカ西海岸の

地図を描きながら行うパソコンの歴史の講義が好き。

サンフランシスコは右手の指でＯＫのサインをした

ときのちょうど親指の爪の部分にあたる。親指の第

一関節の辺りがシリコンバレーと呼ばれる地域であ

る。シリコンバレーの中心にはスタンフォード大学

があり、その周辺に名だたるＩＴ関連企業が立ち並

ぶ。シリコンバレーからサンフランシスコの市街地

まで、車で片側４車線の国道１０１号線（ワンオー

ワン）を北に走ってほぼ一時間というところである。

西式の旅（視察）のパターンは、まずその都市の

大きな大学に行く。なるべく公共交通機関を使い歩

いて行く。そして、周辺の街並みを見て、街の匂い

を嗅ぐ。キャンパスを歩き、図書館に入る。生協で

コーヒーを飲む。サンフランシスコの場合はＵＣ

バークレー校だった。ホテルのあるダウンタウンか

ら地下鉄BART(バート）に乗って行った。アメリカ

で地下鉄に乗ると聞くとドキドキした。日本の照明

が明るすぎるのか、どこも薄暗かった。次は、車を

チャータして巨大な木の森「ミュアウッズ国定公

園」に連れて行ってもらった。あんな大きな木を見

たのは初めてだった。一日に沢山の初めてを体験さ

せていただき、西先生が神様にみえた。帰りに西先

生が「僕の好きな日本でいう江ノ島のようなところ

に行こう」と言い、サウサリートという街に寄った。

後に、私はサウサリートにテッド・ネルソン氏が住

んでいることがわかり、会いに行った。最後は有名

な観光名所「ゴールデン・ゲート・ブリッジ」を渡

り、「ツインピークス」を通りホテルに戻った。ツ

インピークスからはサンフランシスコのダウンタウ

ンが一望に見わたせた。そこは、逗子の披露山にあ

る高級住宅街のようだった。

次の日は、坂道だらけのサンフランシスコの市内

を走る路面電車「ケーブルカー」に乗り、映画やＣ

Ｍの舞台として用いられる世界で最も曲がりくねっ

た坂道「ロンバート・ストリート」に行き、そのま

ま坂を下り海まで行った。フィッシャーマンズ・

ワーフに行き、丸い大きいパンをくり抜いて皿にし

たクラムチャウダースープを食べるのが定番なのだ。

私の旅のパターンは、それからというもの西式で

ある。西先生に教えていただいたサンフランシスコ

のコースもその後何回も復習に行った。なんでもそ

うなのかもしれないが、同じコースでも毎回気づく

ことがあるし違うものだ。そして、本やホームペー

ジで見て知っていることと、現地で実際にこの目で

見たこととは違う。

フィッシャーマンズ・ワーフからホテルのあるダ

ウンタウンに帰るためにケーブルカーの駅を探す。

駅に着いてサンフランシスコ湾を背にして右の丘を

見ると「GHIRARDELLI」の看板がある。そうあの

チョコレート工場である。（文責：中島正雄）



タイムライン
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iPad×10台に出欠システムを設定しています

お花見からの神保町・多幸八 一橋植樹会・若月さん、コレクト整体・山口さん

専門学校アジア・アフリカ語学院のみなさまと

須賀さんの紹介でアサヒ・エヌ・コーポレーション
中村社長のホームページのお手伝いをしました

吉祥寺にある羊羹を売るお店一坪２品３億円の小ざさ視察

fun fun Tuesday かわさきFM パーソナリティ藤原さん

今年も靖国神社の境内でお花見をしました

2016年4月16日第20回リブモールコンペを開催しました
（17名参加：次回は10/15）



書籍を出版することの威力を実感しました。「経営に生きる仏教システム」の出版により「仏教」が

知恵のシステム体系として、実践経営に具体的に役立つことが認知され、私の経営コンサルタント事業

を広める上で大きく役立ちました。仏教は宗教と捉えるよりは、哲学、つまりシステムということが、

仏教の歴史を知ることによりわかりました。ブッダは、29歳で解決策も無いままに王位継承を捨て、妻

子を捨て、放浪の旅（出家）に出ます。目的は「生老病死」からの開放という、全人類が解決したい共

通の問題（テーマ）でした。

根本仏教は、ブッダが厄介な悩み「生老病死」からの解放からはじまりました。まず快楽実践をしま

したがダメでした。次にしたヨガ実践もダメでした。その次の苦行実践をしてもやはりダメでした。菩

提樹の下で禅定実践をしたときに、厄介な悩みを解決する最強のシステム「苦集滅道」を完成させまし

た。ブッダは生涯これを布教活動しました。

その後「部派仏教」の弟子たちは、ブッタが開発した苦集滅道システムを一生懸命、実践しました。

その後を引き継いだ「大乗仏教」は、この世の中の宇宙のルールは「空（くう）の知恵」であることを

認識し、もう一方で、人間の心は自分の環境を作り出しているという「唯識（ゆいしき）の知恵」を具

体的に論理的に解明しました。空と唯識の二つの論理を大乗仏教によって解明したことにより、部派仏

教の考え方を超えて、ブッタの言いたかったことを理論的体系に組み立てました。

次に出現した密教の弟子たちは、ブッタの悟りをより具体的に実現するために、中心核を持った３×

３のマトリックス（マンダラ）を開発しました。それまでは抽象的だったブッタの悟りのシステムがマ

ンダラ構造を開発することにより、ビジュアル化に成功し、悟りの実現が急速に進みました。私はこの、

密教の中心核を持った３×３のマンダラによって、自己の考えを実現できる手法として使えるとわかり、

この仏教システムを経営に活かす手法として開発しました。そして、その手法をマツムラの”Ｍ”とヤス

オの”Ｙ”からＭＹ法と名付けました。（ＭＹ法は後にマンダラチャートに改名）

昭和55(1980)年７月、ＴＤＫの素野福治郎社長（当時）から、連絡をいただきました。素野社長と

お会いして、幹部社員教育に使った資料を見せていただきました。それは、私の著書「経営に生きる仏

教システム」をベースに、素野社長が自ら個性的な字で書かれたレポート用紙70枚にもおよぶものでし

た。その時のことは、今でも懐かしく思い出します。

各方面からの講演依頼があり、仕事が急に忙しくなりました。日本経営合理化協会からの講演の依頼

をきっかけに、ＭＹ法が日本の実力経営者の間に広まっていきました。講演では、私が開発した「経営

に生きる仏教システム」とはどのような内容かを簡潔に解説いたしました。海外からも反応がありまし

た。米国のシェルダンＭ．タツノ氏は、著書「Created in Japan」(Harper & Row社)の中で、ＭＹ

法・マンダラの技法を具体的に掲載してくれました。また、マイケル・マハルコ氏は「アイデア・バイ

ブル」（ダイヤモンド社）で、私のマンダラチャートを詳しく解説しております。

このころから、新宿の住友三角ビルで経営者向けに定期的にセミナーを開講しました。これは現在に

つながる「マンダラ・シリーズセミナー」の原点です。そこに、デイリーフーズ・高見澤正社長（当

時）がセミナーを受けに来ました。

高見澤社長は、高野山に行ったとき、マンダラの虫干しを見学されたことがありました。その時、マ

ンダラに描かれた仏の絵の構成を見て、何か惹かれるものがあったそうです。その旅から帰って、マン

ダラについて調べていると、私が開催しているセミナーを知ることになりました。高見澤社長はそのセ

ミナーに参加し、マンダラを経営に活かす手法を学ぶと、仏教のシステムが実に見事に経営のシステム

として完成していることがわかり、自社の経営にマンダラシステムを取り入れることになったそうです。

それは、事業継承された今現在も続いており、先日も私が開発したマンダラ経営計画を用いた経営計画

発表会を見る機会がありました。実力経営者がマンダラ経営計画を使い続けていることを目の当たりに

して、私が開発したマンダラの手法は間違っていなかったと実感しました。（つづく）
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④

松
村
寧
雄

松村寧雄（まつむら やすお）
1939年東京上野生まれ、早稲田大学法学部を卒ｓ業後、日本オリベッティに入社。1979年に経営コンサルタントとして独立し、株式会社クロー
バ経営研究所を千葉に設立、同年「中心核を持つ３×３の９マス」マトリックス「マンダラチャート」を開発。「マンダラ手帳」は30年のロング
セラー商品となっている。主な書籍に「マンダラ思考で夢は必ずかなう！」などがある。（題字は筆者）

毎月、東京駅前・丸ビルでマンダラシリーズセミナー開催中です。（詳細は→http://www.myhou.co.jp/ )

「
Ｍ
Ｙ
法
の
誕
生
」
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頑張ったら何かもらえますか？

「本人にやる気がなければ合格させることはできません」

みなさんもこうした言葉を耳にしたことがあるかと思います。確かに本人に勉強する気がないのに、強制

的に勉強をさせても成績が伸びるわけはなく、本人にとっても苦痛ですし、教えている側もどうしたら良い

かと悩む日々が続くことになります。教える側としては割り切って「やる気がない本人が悪い」としてしま

えば簡単なのですが、保護者の方にお金をいただいている以上、そのような態度は取るべきではないといろ

いろな方法を試してきました。

そのひとつが頑張ったら何かをあげるという報酬制の導入です。宿題を忘れたら怒るのではなく、宿題を

毎日やった人に景品を出す。点数が悪い人を怒るのではなく、点数がいい人に景品を渡す。「いいですか、

皆さん。頑張っていい点数を取ると景品が貰えるんですよ」。こうしたやり方はいろいろな塾にも導入され

ているので、一定の効果があると考えているのでしょう。

しかし、私が実践してみるとそうした効果には疑問があるのです。私が国語を教えていた時に宿題が終

わったらシールを貼るというスタンプラリーのようなものを行っていました。宿題を忘れた人は一目瞭然。

シールが少ないので一目でわかります。しかも、六年生の課題ですので、こうした課題をこなせない人は中

学受験で合格できないとなるわけです。しかし、この仕組みですがうまくいきませんでした。まずやる気が

ある人はシールなどなくても勉強します。そのため、シールを毎日貼るのではなく、1か月分をまとめて貼っ

ていました。彼らにとってシールを貼ることは無駄な作業な訳です。

さて、宿題をよく忘れていた・やらなかった人はどうなったでしょうか。相変わらずやりません。シール

はほとんど貼られず、怒られる人がいました。しかし、中には今までは宿題をやってこなかったのに、シー

ルをたくさん貼る人が出てきました。なぜそのようなことが起こったのでしょう。シールを貼ることでやる

気が出たのでしょうか。そうではありません。実は答えを丸写ししていたのです。そのため、宿題で出てい

る解答部分はほとんど○。しかし確認テストではほとんど点が取れないのです。つまり彼らの目的は勉強が

できるようになることではなく、シールを貼ることに置き換わっていたのですね。

こうしたことは他にもよくあります。この記事のタイトルにもなっていますが、宿題を出すにしても、テ

ストをするにしても「頑張ったら何かもらえますか？」と聞く生徒がいます。これは何ももらえないなら頑

張らないという意味で、勉強をするかしないかの決定は完全に外部に依存した形になっています。さらに悪

いことに「○○先生はもっといっぱいくれた」とか「いつもこの景品では嫌だ」と言う生徒もいました。小

学生に限らず、もっと小さな子でもそうなのですが、子どもに言うことを聞かせるためにお菓子をあげてい

たら、お菓子をあげないと言うことを聞かなくなり、お菓子をあげないで怒ることで、以前より大変になっ

たという話も聞きます。そう考えると、結局は解決策は無く、「本人のやる気次第」としかいえないので

しょうか。それを考えるヒントとして、以前読んだ本に以下のような箇所がありました。

正しい問いは「他者をどのように動機づけるか」ではない。「どのようにすれば他者が自らを動機づける

条件を生み出せるか」と問わなければならない(12頁)。

報酬によって動機づけるというのは「他者をどのように動機づけるか」が元になっているので、これでは

うまくいきません。「どうすれば他者が自らを動機づける条件を生み出せるか」を考える必要があるという

ことです。これを「内発的動機づけ」と言うのですが、そのために個々の自律性が必要になります。自律性

とは自分を自身でコントロールするということですが、そのために必要なことは「選択」です。選択の機会

を与えることで人は「自律的」にふるまうことができます。「自律的」というと「自由にふるまうこと」と

なりがちですが、そうではなく、自律性を支援するには「彼らに何が起こっているのかを理解することから

始ま」り、「われわれは制限を課し、一貫した態度で結果を管理していく必要はあるが、重要なのは、子ど

もたちのことを理解したうえでそれらを行うこと」が重要なのです(145頁)。

言葉にすると簡単なことではありますが、実践するとなると難しいものです。しかし、私が勤めるスモー

ル社で行うプログラミング教室は課題は課されますが、プログラミングの特性のためにその解答は「選択」

できます。つまりプログラミング教育を通して自律性が支援できるのです。その結果、他の分野でも自律的

に行動できるようにすること。それがスモール社が行う「内発的動機づけ」の支援だと思っています。

参考文献 デシ・フラスト著、桜井茂男監訳(1999)『人を伸ばす力』、新曜社．

やさしく教育論＜６時限目＞

＜著者プロフィール＞
福井俊保(ふくいとしやす) fukui@small.co.jp 1976年生まれ。大学は理系に進学し数学を学んでいたが大学院では文
系に進学し国際政治の勉強をする。大学院で研究する傍ら中学受験塾で4教科を約15年間教える。現在は有限会社ス
モール（http://www.small.co.jp）で脳力研究部の主任を勤めている。
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市川の今月のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!

iPhoneに溜まった写真をコンビニでお手軽プリント！

～ 写真かんたんプリント ～

みなさん、こんにちは。
4月も中旬になってやっと春らしくなってきました。この季節は本当にイベントが盛りだくさんで写真を撮影

する機会が多くなると思います。
最近のスマホは本当に手軽に高画質で撮影できますし、ストレージの容量も大きくなってきたので、写真は

いっぱいためておく事ができますが、みなさんはその写真をどうされていますか？
写真とは本来プリントアウトしてアルバムに保存するとか、一緒に撮影した方にお送りする事をしていたと

思うのですが、最近はプリントアウトせずに本体に保存したままになってる事が多くないでしょうか？
それはもしかすると、撮影は簡単にできるけど、プリントアウトまでにはハードルが高いからなのではない

ですか？データをPCに移してプリンターから専用用紙を買ってきてプリントするから、面倒でしかたないので
プリントアウトしないで放置になってしまっているような気がします。(私はそれが理由でしたｗ)
そんな不精な(私も)方におススメなのがこのアプリです。難しい事は何もありません。データをアップロー

ドして、コンビニに行くだけです。超簡単にプリントアウトできました。少々値段(1枚30円)が高いのがネック
ですが、少量であれば気軽に利用する事ができます。すごく簡単なので是非みなさんも利用してみてください。

先日、このやさしくデジタルで『私の履歴書』を執筆してくださってる松村寧雄先生と私の間でちょっ

とした事件(?)がありました。先生はいつもお忙しい中会社までお越しくださり、社長の中島と打ち合わせ

をしながら原稿を執筆されているのですが、ある日ちょっとした行き違いで社長不在の時に来社されてし

まいました。その時に私もどうしたらいいか分からなかったのですが、せっかくお越しいただいたので

『お茶でも飲んでいってください』とお願いしました。しかし私は先生とお会いした事はありましたが、

二人きりというのは初めてでしたのですごく緊張しました。そして何を話したらいいか分からず困りまっ

てしまいましたが、せっかくなので『私の履歴書』の事に関して色々質問してみました。

そうしたら･･･『先生、熱い!!!』ご自分の人生をいま振り返りながら執筆されているので伝えたい事が

たくさんあるのだと思います。まさにいま私が手にしているやさしくデジタルの『私の履歴書』を、先生

ご本人から直接聴く事ができたのです。それはもう感動に近いものでした。それこそ先生を独り占めです

から、逆にこちらがお金払わなければならないと思うほどでした。しかし、先生は恐縮されて、私に迷惑

をかけたと謝ってくださいましたが、『先生！とんでもないです！むしろ先生が間違えてくださったおか

げで、私にとっては凄い貴重な時間になりました！』と感謝のお礼をさせていただきました。偶然が偶然

をよんで、奇跡に近い時間を過ごせた私は本当に幸せでした。しかし、先生のファンの方には悪い事をし

てしまったと反省しておりますので、この場をお借りしてお詫びさせていただきます。そして松村先生、

貴重なひと時をありがとうございました。これからも色々とご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

松村先生との楽しいひと時
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編集後記 この4月で、私もコンピュータリブ
にお世話になってから4回目の春を
迎える事ができました。まだまだみ
なさまに甘えてばかりでご迷惑ばか
りおかけしているような状態ですが、
今回の松村先生の事件(？)のように
お客さまと直接お会いできてお話す
る機会が増えてまいりました。そし
てお話をする事ですごく自分にとっ
て大きな学びになることも勉強させ
ていただきました。これからもこう
いった機会を増やして少しでも成長
できるようにこれからも努力いたし

ます。（市川）

みなさま、いつもありがとうございます。吉
祥寺と三鷹の間にある専門学校にiPadで授業
の出欠管理するシステムの開発のお手伝いを
しているので最近行く機会があります。行は
三鷹駅、帰りは吉祥寺駅を利用します。吉祥
寺というと住みたい街ランキング関東でNo.1
だけあっていつも賑わっています。アメリカ
のＴＶドラマの番組、古河の永塚さんからは
「ウォーキング・デッド」がおもしろい！長
男から「シリコンバレー」が面白いよ！と言
われる。現在ハマリ中の「２４」はシーズン
６まで行きました。新しいこと企画中です。
やさしくデジタル！がんばれ！くまもん！
（中島正雄）

イベントのご案内

「 第４回ピンズ展」開催のお知らせ

日付

２０１６年７月６日（水）
～８月１日（月）
※湘南ひらつか七夕まつり7/8～7/10

場所

HxM（メゾンド・アッシュxエム）

フランス料理レストラン
神奈川県平塚市夕陽ヶ丘３−５
(平塚駅南口徒歩6分）地図→
TEL. 0463-27-2171
駐車場専用４台、他 提携コインパーキングあり
〇営業時間
LUNCH 11:30～14:00（L.O.）
CAFE 11:30～16:00（Close）
DINNER 18:00～21:00（L.O.）23:00
（Close）
〇定休日：第１、第３火曜日
http://b-h-m.com/

期間中、ピンズを1,000～2,000ケ展示します。
みなさまからいただきましたピンズも展示しま
す。レストランは通常営業中です、食事を楽し
みにながらピンズを見に来ていただけるとうれ
しいです。平塚でとても人気のあるレストラン
です。事前にご予約をおすすめします。
★オリジナルピンズ制作します。
★期間中にパーティーを予定しています。参加
していただけるとうれしいです。


